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シラン・シロキンサン系浸透性吸水防止材　マジカルリペラーⓇ

NETIS登録番号No．TS-030006-V （設計比較対象技術）

コンクリート構造物は、中性化・塩害・凍害・アルカリ
骨材反応などにより劣化が生じます。マジカルリペラーⓇ

は、これらの劣化要因からコンクリート構造物を保護し、
耐久性向上を目的に開発されたシラン・シロキサン系の
コンクリート表面含浸材です。

■特長・効果・メリット
1. 土木学会「表面保護工法 設計施工指針（案）」の共通
　試験の結果、各劣化要因に対しての 抑制性能におい
　て、全項目でＡグレードの最高評価を得ています。

2. マジカルリペラーⓇが形成する吸水防止層は、水蒸気
　の透過性があり、コンクリート中の水分を放出するた
　め、アルカリ骨材反応や鉄筋の腐蝕抑制に効果的です。

3. マジカルリペラーⓇは、ペースト状のため、液ダレや
　施工方向による浸透深さの差が小さく、施工性や品質
　管理に優れています。

4. コンクリート内部に浸透したマジカルリペラーⓇは、
　表面被覆工法のようにコンクリート表面に塗膜を形成
　しないため、施工後は、コンクリートの変状が目視で
　確認でき、変状の早期発見が可能です。また、塗膜に
　生じるような、はがれ、ふくれなどの経年劣化による
　外観の変化も生じません。

5. 有機溶剤を使用しない水系エマルジョンで、環境汚染
　の心配はありません。また、消防法、輸送上 の取り
　扱いは非危険物です。

■マジカルリペラーⓇ H Ｖ
国土交通省北海道開発局が道路設計要領で定めた シ

ラン系表面含浸材の製品選定基準「浸透深さ6mm以上、 
塩化物イオン浸透深さ 3mm 以下」の規格には、マジカ
ルリペラーⓇの改良品、マジカルリペラーⓇ H Ｖが 適合
しています。

マジカルリペラーⓇ 浸透深さの一例

マジカルリペラーⓇ 外観
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コンクリート構造物は、中性化・塩害・凍害・ 3．マジカルリペラーⓇは、ペースト状のため、
アルカリ骨材反応などにより劣化が生じます。 　　液ダレや施工方向による浸透深さの差が小さく、
マジカルリペラーⓇは、これらの劣化要因から 　　施工性や品質管理に優れています。
コンクリート構造物を保護し、耐久性向上を
目的に開発されたシラン・シロキサン系の
コンクリート表面含浸材です。

■特長・効果・メリット
1．土木学会「表面保護工法 設計施工指針（案）」
  　の共通試験の結果、各劣化要因に対しての
    抑制性能において、全項目でＡグレードの
　　最高評価を得ています。

4．コンクリート内部に浸透したマジカルリペラーⓇは、
　　表面被覆工法のようにコンクリート表面に塗膜を
　　形成しないため、施工後は、コンクリートの変状が
　　目視で確認でき、変状の早期発見が可能です。　
　　また、塗膜に生じるような、はがれ、ふくれなどの
　　経年劣化による外観の変化も生じません。

2．マジカルリペラーⓇが形成する吸水防止層は、
　　水蒸気の透過性があり、コンクリート中の
　　水分を放出するため、アルカリ骨材反応や
　　鉄筋の腐蝕抑制に効果的です。

5．有機溶剤を使用しない水系エマルジョンで、環境
　　汚染の心配はありません。また、消防法、輸送上
    の取り扱いは非危険物です。

■マジカルリペラーⓇHＶ
 　国土交通省北海道開発局が道路設計要領で定めた
   シラン系表面含浸材の製品選定基準「浸透深さ6mm
 　以上 、塩化物イオン浸透深さ3mm以下」の規格には、
　 マジカルリペラーⓇの改良品、マジカルリペラーⓇHＶが
   適合しています。
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コニシ株式会社
土木建設本部　土木開発事業部
〒101－0054　東京都千代田神田錦町2－3　竹橋スクエア
TEL. 03－5259－5737　FAX. 03－5259－2144
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ボンドKEEPメンテVM‐3工法
NETIS登録番号 SK-110012-A/四国地方整備局　新技術活用評価委員会事務局

ボンドキープメンテＶＭ－３工法は、コンクリート表
面をビニロン製３軸ネットと特殊変性ポリウレア樹脂で
強固に被覆し、コンクリート片のはく落を防止する工法
です。

従来のはく落防止工法に比べ省工程化を実現し、最短
施工日数は 2 日で可能となり、さらに、従来季節ごとに
切り替えていた材料も－ 5 ～ 40℃まで同一材料で施工
が可能な工法です。

■特長
・施工可能温度が、－ 5 ～ 40℃と幅広いため季節によ

る材料切り替えが不要。
・硬化皮膜に柔軟性を付与していますので、ひび割れ

追従性に優れます。
・低粘度の 1 液型エポキシ樹脂系プライマーを用いる

ため、ひび割れ含浸性能に優れます。
・東・中・西日本高速株式会社　構造物施工管理要領

( 平成 22 年 7 月 ) 適合工法です。
・ＮＥＴＩＳ登録工法です。

■施工仕様

■本工法を採用した際の効果・メリット
①施工可能温度が、－ 5 ～ 40℃と幅広いため季節に

　　よる材料切り替えが不要の為、施工管理が簡素化さ
　　れます。

②最短施工日数が 2 日である為、トータルコストでメ
　　リットがでます。

③プライマーに1液型エポキシ樹脂を採用している為、
　混合・撹拌が不要で安定した品質を確保できます。
④ 2 液型エポキシ樹脂と比べ、かぶれにくい材料です。

■実績
・東北自動車道　古川管内橋梁補修工事
・常磐自動車道　いわき管内橋梁補修工事
・東名高速自動車道元石川高架橋他１橋補強工事
・H22 年笹目橋 ( 下り線 ) 橋梁補修工事
・中国自動車道 山﨑～佐用間トンネル補修工事
・国道２３号揖斐長良大橋補強工事

ボンド KEEP メンテ VM-3 工法                    
NETIS 登録番号 SK-110012-A/四国地方整備局 新技術活用評価委員会事務局 
 

土木建設本部 土木開発事業部 
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 2-3 竹橋スクエア 
TEL.03-5259-5737  FAX.03-5259-2144 
http://www.bond.co.jp/ 

■本工法を採用した際の効果・メリット ボンドキープメンテＶＭ－３工法は、コンク

リート表面をビニロン製３軸ネットと特殊変

性ポリウレア樹脂で強固に被覆し、コンクリー

ト片のはく落を防止する工法です。 

①施工可能温度が、－5～40℃と幅広いため季

節による材料切り替えが不要の為、施工管理

が簡素化されます。 
②最短施工日数が 2 日である為、トータルコス

トでメリットがでます。 
従来のはく落防止工法に比べ省工程化を実

現し、最短施工日数は 2日で可能となり、さら

に、従来季節ごとに切り替えていた材料も－5

～40℃まで同一材料で施工が可能な工法です。 

③プライマーに1液型エポキシ樹脂を採用して

いる為、混合・撹拌が不要で安定した品質を

確保できます。 ■特長 
④2 液型エポキシ樹脂と比べ、かぶれにくい材

料です。 
・施工可能温度が、－5～40℃と幅広いため季

節による材料切り替えが不要。 
■実績 ・硬化皮膜に柔軟性を付与していますので、ひ

び割れ追従性に優れます。 ・東北自動車道 古川管内橋梁補修工事 
・常磐自動車道 いわき管内橋梁補修工事 ・低粘度の 1 液型エポキシ樹脂系プライマーを

用いるため、ひび割れ含浸性能に優れます。 ・東名高速自動車道元石川高架橋他１橋補強工事 
・H22 年笹目橋(下り線)橋梁補修工事 ・東・中・西日本高速株式会社 構造物施工管

理要領(平成 22 年 7 月)適合工法です。 ・中国自動車道 山﨑～佐用間トンネル補修工事 
・国道２３号揖斐長良大橋補強工事 ・ＮＥＴＩＳ登録工法です。 

■施工仕様  

 工程② VM-3 中塗り 

工程 標準塗布量
次工程までの間隔

(23℃) 

①ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.10kg/㎡ 4 時間～5 日間 
②含浸接着剤 0.50kg/㎡ 直後～40 分間 
③ﾈｯﾄ張付け 1.10 ㎡/㎡ 直後～5 日間 
④含浸接着剤 0.70kg/㎡ 6 時間～7 日間 
⑤仕上材 0.15kg/㎡  
表‐１ 各工程の標準塗布量及び標準施工間隔 
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従来のはく落防止工法に比べ省工程化を実

現し、最短施工日数は 2日で可能となり、さら
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・H22 年笹目橋(下り線)橋梁補修工事 ・東・中・西日本高速株式会社 構造物施工管

理要領(平成 22 年 7 月)適合工法です。 ・中国自動車道 山﨑～佐用間トンネル補修工事 
・国道２３号揖斐長良大橋補強工事 ・ＮＥＴＩＳ登録工法です。 
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(23℃) 

①ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.10kg/㎡ 4 時間～5 日間 
②含浸接着剤 0.50kg/㎡ 直後～40 分間 
③ﾈｯﾄ張付け 1.10 ㎡/㎡ 直後～5 日間 
④含浸接着剤 0.70kg/㎡ 6 時間～7 日間 
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